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ひとこと・・・ 
  ３月１０日（土）、タマスタ筑後では初の１軍オープン戦が開催との事。既にチケットは販売されまし

たが、手に出来なかった方も多いと思います。相手はロッテ。今シーズンより監督になられた井口監督も

当然お見えになるはず。３月１０日タマスタ周辺の混雑はどうなるでしょうか？ドームには４万人ほど

入りますが、争奪戦で３千人程しか入れませんので、チケットがない方も来場するとしたら・・・。 
   当日タマスタ周辺を車で通られる予定の方はお気をつけ下さい。  
★協議会、広報へのご意見、ご感想、また地域の情報をお寄せ下さい。  

                       水洗校区コミュニティ協議会 井口 由吏 

  

                      

  
                                                                                           

                              ☆   開所時間 ☆  

                          ９時００分～１２時００分／ 

                                 １３時００分～１７時３０分 
                                

   ※ 時間内でも外出している場合があります 
                        お休み：土・日・祝    

≪仕事の都合で開所日、開所時間や昼休みの時間が変わる事もあります≫ 
 

    
  

 
 

 

 

 １月１３日（土）、水洗小学校のグラウンドにて「左義長・もぐら打ち」が行われました。心配して

いた天気は問題ありませんでしたが、グラウンドは一面霜柱が立っていました。 

 当日は、水洗小学校の生徒達・学校の先生、保護者のみなさん、地

域の方々総勢３００名以上で賑やかに行われました。それぞれ正月

飾りや書道の半紙など多く持ち込まれ、更にやぐらは大きくなりま

した。 

 もぐら打ちの作り方を習い、親

子で作る人、地域の方や学校の先

生に手伝ってもらっている人、友

達同士で協力して作っている子

ども達。その光景がとても微笑ま

しく見えました。 

 作った後は、やぐらをみんなで

囲み、「14日のもぐら打ちー」と

いいながら、女竹で作ったもぐら

打ちを思いっきり地面に叩きつけ、地中

にいるもぐらを追い払いました。 

6 年生が松明に火を付け、や

ぐらに点火すると勢いよく真っ

すぐに炎が上がり、グラウンド

中に歓声があがりました。 

 お母さん方にぜんざいを作っ

ていただき、皆さん、甘くておい

しいぜんざいを食べて、冷えた

体を温めていました。 
今年も１年、水洗校区の皆さ

んが元気で過ごせますように、

と願うばかりです。

 毎年、最後の火消しをお願いしている水洗消防団のみな
さん、地域のみなさん、学校の先生、保護者の皆さんも最後

の片付けまで、本当にありがとうございまいた。 

 

 なお、左義長の案内にもしめ縄の橙や針金・プラスチック

等は外して持って来て頂くようお願いしていましたが、外

されないままの物が多く見受けられました。灰の中に針金

が残ったりすると、グラウンドを使う子ども達が危険にさ

らされるので、今後は外して持って来て頂くよう、よろしく

お願いします。 

平成３０年２月１５日発行 水洗校区コミュニティ協議会 第３６号 
発行：水洗校区コミュニティ協議会 〒833-0014 筑後市大字尾島７６０番地１ 

ＴＥＬ/ＦＡＸ：０９４２（６５）６９００  Ｅ-mail：suisen6900@fuga.ocn.ne.jp  

 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

２月 3月

もぐら、逃げたかな？ 

美味しいぜんざい、ありがとうございました 

しっかり結んで、出来上がり！ 

2月17日 （土） エンジョイ広場「野球教室」　9時～ 水洗小学校グラウンド

津島東デイサービス 津島東公民館

津島西デイサービス 津島西生活改善センター

水洗校区福祉会研修会（健康・福祉部会兼）19時30分 志公民館

23日 （金） 青少年健全育成部会　19時30分～ 船小屋公民館

24日 （土） Ｈ29年度　水洗校区防災訓練（講演会） 津島西生活改善センター

25日 （日） 第3回水洗校区コミュニティ協議会「バスハイク」 太宰府方面

26日 （月） 子育てサロン「おひなまつり」　１０時～１２時 船小屋公民館

27日 （火） 生活環境部会　19時～ 津島東公民館

3月3日 （土） エンジョイ広場「ドッヂビー教室」　9時～ 水洗小学校体育館

5日 （月） ニコニコデー（船小屋行政区）　１０時～１２時 船小屋公民館

7日 （水） 第38回役員会　19時～ 協議会事務所

9日 （金） 尾島デイサービス 尾島公民館

16日 （金） 水洗小学校　卒業式 水洗小学校

17日 （土） エンジョイ広場「青少年科学館で遊ぼう教室」　9時～ 久留米青少年科学館

尾島行政区総会 尾島公民館

船小屋行政区総会 船小屋公民館

津島西行政区総会 津島西生活改善センター

志行政区総会 志公民館

津島東行政区総会 津島東公民館

23日 （金） 水洗小学校　修了式 水洗小学校

26日 （月） 子育てサロン「公園に行こう」　１０時～１２時 筑後広域公園

18日 （日）

２１日 （水・祝）

18日 （日）
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 １面で紹介しました、左義長・もぐら打ちの準備を１０月からしていただいた事は、先月の広報

紙で紹介させていただきました。ここでは、１２日（金）のやぐら組みの様子を紹介します！！ 
 

 準備の日は、地域のみなさん、PTAのお父さん方、先生方に参加していただき、８日に伐ってき

た竹を、皆さんで協力して組んでいきました。結構大変な作業です。 

 竹に紐を掛け、一斉に引きながらバランスを調整し、頑丈なやぐらが完成！最後にわらを詰めて

いき、次の日に備えます。 
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                もぐら打ち用の女竹も、１本１本綺麗に揃えて頂きました。 

               子ども達の身長にあわせて、長いものは切りそろえ、先端が細い 

              物は交換し、みんなの喜ぶ顔を想像しながら、この日は全体で２ 

              時間かけて準備をしてもらいました。ありがとうございました。 

                

                

                

 １月２２日（月）、船小屋公民館において子育てサロン「節分・豆まき」が行われました。この日は、

寒くて雨も降っており、参加者が少ないかも？と思われていましたが、１２組１４名の親子が参加さ

れ、とても賑やかに開催されました。 

 最初に、紙コップや毛糸、割り箸を使って「パクパク鬼さん」を作成し、お世話をしていただいて

いる民生委員さんより、節分の由来をお話しして頂いたり、みんなで節分の歌を歌ったりしました。

その後、鬼さんに向かって、邪気を払って福が舞い込んでくるように一生懸命に豆を投げるお子さん

の姿がとても可愛かったです。鬼のお面に、怖がっているお子さんもいました。 

次回の開催：２月２６日（月）「おひなまつり」  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成 30年 2月 24日（土）  

場 所：津島西生活改善センター 
 

情報伝達訓練           ９時 00分～ 
 

防災講話・AED講習会      10時 00分～11時 00分 

 （筑後消防本部より職員の方に来ていただきます） 
 

炊き出し訓練（津島西行政区担当）11時 00分～ 

（安全・安心部会を兼ねます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
【議題】 
１. １月１３日「左義長・もぐら打ち」（青少年健全育成部会）・・・今後の課題 
２. ２９年度防災訓練（２月２４日（土））・・・最終確認 

３. バスハイク（２月２５日（日））・・・・・・申込状況      
４. 小学校体育館に替わる避難所の確保・・・・志公民館？ 
５. 船小屋地区かわまちづくり協議会について 
６．２月１日の「コミュニティ協議会会長・事務局長会議」を受けて 

     ・水洗校区コミュニティ協議会の存続を問う 
７．平成３０年度総会までの取り組み 
８．その他 
９．事務局より（広報紙２月１５日号原案） 

～ 次回役員会 ３月７日（水）１９時より ～ 

みなさんで、力を会わせて地域の為に一生懸命に準備をしていただきました。

 １月２０日（土）、水洗小学校図工室において    ２月３日（土）、水洗小学校家庭科室において 

開催され、２８名の子ども達が参加しました。   開催され、49名の子ども達が参加しました。 

講師の樋口先生（尾島在住）に教えて頂きなが   江口製菓（株）より、江口会長・村上シェフを 

ら、干支にちなんで「犬の親子」を作成。      はじめ５名の方が講師におみえになり、保護者 3 

みんな、真剣に一生懸命に折っていました。     名の方と一緒に子ども達に指導していただきまし

た。とても上手に出来上がり、自分達で作ったケ

ーキを美味しそうに頬張っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当日は、コミュニティ 

無線にて放送が入ります。 

２月７日 

真剣に制作中 

 

み
ん
な
上
手
に
出
来
た
ね
！ 

色んなお顔の「鬼さん」

が出来ました！可愛い！ 鬼は外！福は内！福いっぱい来て―！

作った作品を持ってみんな笑顔！ 

犬の親子を作りました 

先生のお手本をよく見て！ 
みんなで協力して作ります 

クリーム、上手に塗れたね 美味しかった？ 

上手に出来たね、凄い‼ 

http://4.bp.blogspot.com/-592qaMthwrg/Ul5qWDbfELI/AAAAAAAAZD0/JXSyooJb8j0/s800/shinpai_AED.png

